
 
 

 

 

Singapore | Risk Advisory | 07 June 2021 

 

 

リスクアドバイザリー 

Webinar シリーズ：第 2回: 東南アジア拠点にお

けるデジタル活用の要諦と最新動向 

「#2. 再確認！ERP システム・会計システム導入

の基礎」 
2021 年 6 月 18 日（金） 

13:00～14:00（バンコク/ジャカルタ時間） 

14:00～15:00（シンガポール時間)  

15:00～16:00（日本時間) 

 

 

 

平素より大変お世話になっております。  

弊社配信の Newsletter においてもご紹介させていただきましたが、今回は ERP システ

ム・会計システム導入の基礎につきまして Webinar のご案内をさせていただきます。 

 

<ウェビナー概要> 

コロナ感染拡大やデジタル技術の進化など外部環境が激変するなかで、競争力維持・強

化に向けたデジタルトランスフォーメーションは、東南アジア拠点においても重要な経

営アジェンダとなっています。本ウェビナーシリーズでは、東南アジア拠点における経

営管理強化・業務改善に向けて、いかにデジタルを活用するかという点に焦点を当てま

す。 

2 回目の今回は、「ERP システム・会計システムの基礎」と題して、システム導入の

目的である「経営管理・ガバナンスの高度化」・「内部統制の確保」・「業務の効率

性・適正性の確保」の実現に向けて、システム導入プロジェクトのポイントやプロジェ

クト・リスク低減に向けてシステム導入時に取り組むべき事項について解説します。 

 

<ウェビナー詳細> 

日程： 

2021 年 6 月 18 日（金）13:00～14:00（バンコク/ジャカルタ時間）/ 14:00～15:00

（シンガポール時間) /15:00～16:00 (日本時間) 

 

 

セミナー内容： 

#1. ERP システム・会計システムをめぐる最新アップデート 



#2. DX・ニューノーマル年代の ERP システム導入として取り組むべき事項 (プロジェ

クトリスク低減に向けて) 

 

講師・モデレーター： 

北原 良輔 

内池 文香 

蓑和 秀夫 

 

開催形式： 

Webinar 形式（Zoom） 

 

言語： 

日本語 

 

参加費用： 

無料 

 

申込方法： 

o 下記のセミナー登録用 URL より、ご登録をお願いいたします。 

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_q52x5PThQ7ymwyPr33lIqg 

お申込み登録後に参加案内メールを送信しております。登録後に当メールを受信いただ

けない場合や、申し込みフォームに関してご不明点などございましたら、蓑和（メール

アドレス；hidminowa@deloitte.com）宛にメールでご連絡ください。 

o 日本や他海外拠点の方も参加いただくことも可能ですので、ぜひご転送ください。 

o 同業他社、および個人の方のご参加は、ご遠慮いただいております。 

o ご都合が合わない場合や Zoom 利用が禁止されている場合には、個別説明のオンライ

ンミーティングや資料提供をさせていただきますので、お気軽にお申し付けください。 

 

皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げております。 

 

連絡先 

上記またはその他の詳細については、以下に記載されている連絡先またはシンガポール

の Japanese Services Group のメンバーまでお問い合わせください。 

 

柳澤 良文(Yoshifumi Yanagisawa) 

（Executive Director） 

Deloitte Singapore 

+65 6800 2515 

yoyanagisawa@deloitte.com 

大橋 正朋(Masatomo Ohashi) 

（Executive Director） 

Deloitte Singapore 

+65 6800 2317 

maohashi@deloitte.com 
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